
( 敬 称 略 ）

体育功労者 田辺　政吉 関水　正文 安川　良彦

優秀選手 青木　恵子 河合　雅世

優秀団体

体育功労者 中丸　初男

優秀選手 橘川　美紀 峯田　貴宏 赤堀　隆弘 河合　雅世

会長賞

　　　　　スポーツの分野において輝かしい成績を上げ、広く市民に夢と感動を与えた

　※　特別表彰

          その他、体育協会又は、教育委員会等が認めた選手を表彰します。

　藤沢市体育協会の加盟団体及びその会員でスポーツの普及・振興に貢献のあった者、

　　　　　本会に所属する団体、個人（各種目協会に選手登録をしている市内在住・在

　　　　　勤・在学者）で下記に該当する選手を表彰します。

　　　　　　　①　関東大会以上の大会優勝者

　　　　　　　②　全国大会で3位以内の入賞者

　　　　　　　③　国際大会で活躍した選手

　※　体育功労者表彰

　　　　　個人（加盟種目協会会員又は、市内在住、過去在住）、団体（加盟種目協会、

　　　　　市内活動団体）で下記に該当する選手を表彰します。

　　　　　　　①　オリンピック、パラリンピックのメダリスト

優秀団体

　　　　　　　②　世界選手権大会の優勝者

並びに優秀な成績を収めた者に対して、その功績に報いるため、藤沢スポーツ賞を贈り

表彰しています。

＜ 藤沢スポーツ賞受賞者一覧 ＞

　※　敢闘選手表彰

　　　　　本会に所属する団体、個人（各種目協会に選手登録をしている市内在住・在

　※　スポーツ栄誉賞

　　　　　本会会員となって20年以上引き続き役員等で本会の発展及びスポーツの普及

　　　　　振興に功績のあった方を表彰します。

　※　優秀選手表彰

＜ 藤沢スポーツ賞＞

　※　スポーツ奨励賞

          加盟種目協会以外のスポーツ競技世界大会における優勝者

 　該当なし

第１回
(昭和60年度)

　　　　　勤・在学者）で協会指定の県大会優勝選手を表彰します。

藤沢商業高等学校バレーボール部

武田薬品工業（株）湘南工場卓球部

第35回全国青年大会女子バレーボールチーム

第２回
(昭和61年度)



体育功労者 該当者なし

橘川　美紀 生駒日登美 宮本　功三 青池　優美

河合　雅世 平井由規子

体育功労者 西島　一光

橘川　美紀 増田健太郎 谷澤　英彦 石井　弘樹

峯田　貴宏 赤堀　隆弘

体育功労者 柳川 　 賢 藤田　正辰 高科  明

優秀選手 橘川　美紀 厚見　里香 谷澤　英彦 石井　弘樹

体育功労者 沼上 　 正

橘川　美紀 川北日登美 佐藤　利香 菅原　教子

杉山 　 愛 大塚まり子

体育功労者 花塚十四年

太田　陽子 橘川　美紀 佐藤　利香 森山　登子

杉山 　 愛 大塚まり子 中野 　 茂

奨励賞

体育功労者 三觜　利仲 関根　智治

太田　陽子 木代　 裕 佐藤　利香 武田　淳子

森　　文代 浄法寺しずか 喜多 　 渉 芳野　  猛

芳野    聡

優秀団体

川口　文枝 佐藤　弘典 佐藤　秀喜 斎藤　拓也

杉田　明生

第８回
(平成4年度)

第３回
(昭和62年度)

第39回県総体女子バレーボールチーム

日本精工（株）男子バレーボールチーム

優秀団体

優秀選手

第38回県総体男子バレーボールチーム

武田薬品工業（株）湘南工場卓球部

藤沢市立御所見中学校女子卓球部

優秀団体

第４回
(昭和63年度)

第40回県総体男子バレーボールチーム

第40回県総体女子バレーボールチーム第５回
(平成元年度)

武田薬品工業（株）湘南工場卓球部

湘南工科大学附属高等学校卓球部

優秀選手

武田薬品工業（株）湘南工場卓球部

第39回県総体男子バレーボールチーム

奨励賞

優秀団体

第40回県総体サッカーチーム

相模工業大学附属高等学校テニス部

優秀団体

菅原　教子（柔道）

藤沢市立六会中学校軟式庭球部

第６回
(平成2年度)

優秀選手

武田薬品工業（株）湘南工場卓球部

第42回県総体女子バレーボールチーム
優秀団体

空手道女子団体型チーム

第７回
(平成3年度)

優秀選手

第41回県総体女子バレーボールチーム

羽鳥チーム（家庭婦人バレーボール）

第43回県総体女子バレーボールチーム

優秀選手

敢闘選手



大庭サッカースポーツ少年団

長後ミニバスケットボール少年団

湘南工科大学附属高等学校体操部

特別功労者 中山　二郎

体育功労者 黒田 　 裕

佐藤　利香 浄法寺しずか 武田　淳子 芳野 　 聡

吉田　友佳 野上　敬子 斎藤　愛子 三部ゆうき

小川　美紀 小菅　春由

二宮　祥浩 川口　文枝 木村　研治 山口　  聡

広瀬 　 稔 藤田　佳也 川内　道雄 黒田　丈治

藤沢スカイバレーボールスポーツ少年団

藤沢市立第一中学校サッカー部

湘南工科大学附属高等学校体操部

湘南フジクラブ

会長賞

体育功労者 安斎 　 実 熱田　立男 橋本　宰俊

古沢　広行 佐藤　利香 青池　優美 金上　英代

平本　将人 田窪　洋人 杉　　勲

二宮　祥浩 井置　奈都 川口　文枝 松尾　千穂

宮里心太郎 小川　武志 木村　研治 木村いおな

藤沢市ジュニアラグビースクール

遠藤少年野球クラブ

藤沢商業高等学校バレーボール部

明治ミニバスケットボール少年団女子

湘南工科大学附属高等学校体操部

藤沢市立滝の沢中学校女子卓球部

加藤 　 誠 山田　  貢 杉山　清隆 柴崎　鉄雄

竹内真佐子

井上　裕介 小山　一夫 近藤 　 優 石川　 昇

花輪　晴彦 古藤　優行 三井　大輔 中林　仁志

青池　優美 河野　文江 石井　源信 久木田善藏

平本　将人 飯島　洋一

第８回
(平成4年度)

第11回
(平成7年度)

体育功労者

第44回県総体女子バレーボールチーム

武田薬品工業（株）湘南工場卓球部優秀団体

空手道女子団体型チーム

第43回県総体男子４００ｍリレーチーム

敢闘団体

第44回県総体クレー射撃チーム

敢闘選手

敢闘団体

第42回全国青年大会女子バレーボールチーム

第９回
(平成5年度)

優秀選手

第45回県総体女子バレーボールチーム

第10回
(平成6年度)

武田薬品工業（株）湘南工場卓球部

第45回県総体卓球チーム

優秀選手

優秀選手

優秀団体

敢闘選手

敢闘団体

第45回県総体バドミントンチーム



優秀団体

滝　　敦司 石黒　応貴 藤原　絢子 立岩 　舞

小國　泰斗 木村　研治 丹野　宣徳 広瀬　 稔

中郷　雅子

第46回県総体男子４００ｍリレーチーム

第46回県総体女子４００ｍリレーチーム

辻堂イースタンジュニアーズ

藤沢スカイバレーボールスポーツ少年団

湘南工科大学附属高等学校体操部

体育功労者 山田 　 勉 木村　英勇

高尾　和行 斉藤　愛子 井上　裕介 青池　優美

河野　文江 本間佐智子 添田 　 豪 柏原　隆介

藤原　里華

二宮　祥浩 長江　和哉 藤田　雅之 安達　洋子

生井 　 怜 門馬　千恵 長崎　有夏 石黒　応貴

立岩 　 舞 森田　英世 伊藤　将之 清水　直美

井上奈津樹 落合　 瞳 丹野　宣徳 木村いおな

富田 　 卓

第47回県総体男子４００ｍリレーチーム

羽鳥ファイターズ

トトカルチョ湘南（サッカー）

日本大学藤沢高等学校女子柔道部

湘南工科大学附属高等学校体操部

奨励賞

体育功労者 岩淵 　 元

井上　裕介 河野　文江 松本　太一 小川　武志

藤原　里華 和田　太一 芳野　 聡 田窪　洋人

日下部佑介 山脇加菜子 長谷川雄太 比留川嘉信

比留川清香 木村いおな 齋藤　香織 田野　沙織

広瀬 　 稔 守屋麻衣子

第12回
(平成8年度)

第11回
(平成7年度)

第13回
(平成9年度)

該当なし

敢闘選手

第47回県総体ソフトボールチーム

敢闘団体

優秀選手

湘南工科大学附属高等学校卓球部

優秀団体

敢闘選手

敢闘団体

高倉クラブ（卓球）

優秀選手

武田薬品工業（株）湘南工場女子卓球部

第47回県総体男子バレーボールチーム

第47回県総体女子バレーボールチーム

第47回県総体バスケットボールチーム

第48回県総体卓球チーム

第48回県総体剣道チーム

第48回県総体バドミントンチーム

優秀団体

敢闘選手



日本大学藤沢高等学校女子柔道部

湘南フジラグビーフットボールクラブ

藤沢市ジュニアラグビースクール

湘南工科大学附属高等学校体操部

藤沢市ゲートボール選抜チーム

藤沢市立善行中学校野球部

第48回県総体卓球青年の部藤沢市チーム

第48回県総体バスケットボール青年の部藤沢市チーム

体育功労者 伊藤喜三郎 久木田善藏

青池　優美 飯田 　 篤 五十嵐裕子 江戸 　 寛

河野　文江 神植　豊幸 近内圭太郎 斎藤　愛子

佐藤　弘典 塩見　芳彦 鈴木　成明 鈴木ひとみ

添田 　 豪 高岸　知代 竹内　綾乃 田中雄一郎

内藤　和子 永田　晶子 比留川清香 広瀬 　 稔

藤原　里華 本間佐智子 森　　智広 森田　英世

山口 　 彩 山本　英智 米沢 　 翔 和田　太一

渡辺　利子

荒川　美弥 麻奥　健司 石原　亮祐 小國　泰斗

木村いおな 田中　俊之 西村 　 洋 森山　勝好

湘南工科大学附属高等学校体操部

湘南工科大学附属高等学校卓球部

湘南フジクラブ

スカイラークバレーボールスポーツ少年団

羽鳥チーム（家庭婦人バレーボール）

藤沢ジュニアラグビースクール中学生チーム

明治ミニバスケットボールスポーツ少年団

井上　吉男 尾崎　樹仙 佐藤　嘉彦 杉山喜一郎

番場　定孝

石井美どり 石原　亮祐 川内　道雄 川村　 剛

塩見　芳彦 首藤　智恵 添田 　 豪 高岸　知代

中原健一郎 平塚陽一郎 広瀬　  稔 藤原　通孝

和田　太一

第13回
(平成9年度)

優秀団体

敢闘団体

敢闘選手

敢闘団体

第14回
(平成10年)

優秀選手

第50回県総体卓球チーム

体育功労者

優秀選手

第49回県総体卓球チーム

第49回県総体男子バレーボールチーム

日本大学藤沢高等学校硬式野球部

第50回県総体バスケットボールチーム

第50回県総体女子バレーボールチーム

第50回県総体ボウリングチーム

湘南工科大学附属高等学校卓球部

藤沢（家庭婦人バレーボール）

優秀団体

第15回
(平成11年)



阿部 　 進 尾形　  秀 川島　悠也 木村いおな

中村　洋輔 原　佳州美

遠藤少年野球クラブ

湘南工科大学附属高等学校体操部

湘南フジラグビーフットボールクラブ

日本大学藤沢高等学校サッカー部

藤沢市立鵠沼中学校ソフトボール部

藤沢クラブ（バレーボール）

藤沢市ジュニアラグビースクール中学生

体育功労者 伊東 　 満 桝居　祐三

岩崎 　 優 江戸 　 寛 小川　武志 亀田　美絵

川内　道雄 鈴木　里英 中原健一郎 比留川清香

増村　勝也 間宮　茂子

今川　雄貴 橘川　美紀 三枝　靖武 佐藤　由梨

清水まゆみ 鈴木 　 孝 永井　秀子 牧田　道則

空手アカデミー拳勝館本部

湘南工科大学附属高等学校体操部

湘南工科大学附属高等学校卓球部

湘南フジクラブ

藤沢（家庭婦人バレーボール）

藤沢ラグビー蹴球倶楽部ジュニア

奨励賞

体育功労者 内田　重郎 高橋陽之助

青木　 大 岩崎 　 優 内田　良子 島本　幸代

木内　蓉子 杉　　勲 鈴木　美帆 添田 　 豪

中原健一郎 中村　晴香 八木　昌子 安田可奈子

浅野ききょう 阿部　洋文 井田　正子 井上　香織

飯島 　 顕 太田　憲宏 大塚　英輔 小國　曹徳

三枝　靖武 首藤　智恵 高出　康平 高橋　良輔

優秀選手

第51回県総体女子バレーボールチーム

第16回
(平成12年)

第51回県総体陸上競技４００ｍリレー女子チーム

優秀団体

敢闘選手

敢闘団体

第17回
(平成13年度)

ＯＰ級ヨット世界選手権大会日本代表チーム

湘南工科大学附属高等学校卓球部

敢闘選手

敢闘団体

優秀選手

藤沢市役所男子バレーボール部

第51回県総体卓球チーム

長谷川倫子（ウェイトリフティング）

藤沢市役所男子バレーボール部

第52回県総体女子バレーボールチーム

優秀団体 第52回県総体卓球チーム

第52回県総体サッカーチーム

第52回県総体男子バレーボールチーム

敢闘選手

第15回
(平成11年)



田野辺　雄 永井　秀子 松中　幸二 丸山　修平

敢闘選手 米原　絵美 渡辺　英司

拳勝館本部

拳勝館本部

湘南工科大学附属高等学校体操部

中央機工（ソフトボール）

辻堂イースタンジュニアーズ

日本大学藤沢高等学校陸上部

藤沢クラブ（バレーボール）

藤沢ラグビー蹴球倶楽部ジュニア

夢はばたけチーム（ゲートボール）

体育功労者 青山　昌暘 鈴木　恒夫

浅野ききょう 会田 　 翔 井置　節子 岩崎 　 優

小川　武志 川崎　由紀 木内　蓉子 酒井　悠生

庄司　武男 添田 　 豪 高岸　知代 田野辺　雄

大原　幸弘 中原健一郎 野中　未奈 深川　達哉

横山　幸香

太田　憲宏 京谷　雄策 笹嶋　渚砂 高槻　天歩

舘　あかね 戸田　 彩 長岡三千雄 服部　久代

本田　房子 渡辺　博美

湘南工科大学附属高等学校体操部

日本大学藤沢高等学校柔道部女子　

藤沢ラグビー蹴球倶楽部ジュニア

特別表彰

体育功労者 青山　俊夫 川路　久男 永渕　泰清 藤田　佳也

阿部　洋文 井置　節子 岩崎 　 優 小川　武志

親川　信也 川内　道雄 齋院志津子 酒井　悠生

庄司　武男 波多野和敬 宮本 　 隆 森田　英世

山口　和洋 渡辺　博美

第18回
(平成14年度)

敢闘団体

第53回県総体男子バレーボールチーム

第53回県総体女子バレーボールチーム

いすづ自動車（株）硬式野球部

優秀選手

湘南工科大学附属高等学校卓球部

藤沢（家庭婦人バレーボール）

優秀選手

第54回県総体男子バレーボールチーム

第54回県総体女子バレーボールチーム

優秀団体

第53回県総体ゴルフチーム

優秀団体

敢闘選手

敢闘団体

第53回県総体卓球チーム

藤沢レディース（卓球）

高倉クラブ（卓球）

日本精工（株）藤沢工場バレーボールチーム

第17回
(平成13年度)

第19回
(平成15年度)



太田　憲宏 加藤枝里香 木下　茂子 首藤　智恵

小出健一郎 三枝　正典 首藤　廣明 首藤　智恵

田村　隆之 服部　久代 広瀬 　 隆 深川　達哉

松浦美貴子 森　翔太郎

湘南工科大学附属高等学校体操部

湘南工科大学附属高等学校卓球部

中央機工（株）ソフトボール部

藤沢（家庭婦人バレーボール）

藤沢少年サッカー選抜チーム

藤沢翔陵高等学校陸上部

藤沢ジュニアバドミントンクラブ

藤沢ラグビー蹴球倶楽部　中学の部

特別表彰

体育功労者 設楽　孝治 瀧川　一輝 松久保六男

伊勢野大介 狩谷　大樹 川内　道雄 酒井　悠生

塩澤　　茜 菅沢多仁夫 辻嶋　　司 橋本　秀樹

三橋　　淳

飯塚　　綾 今江　　智 太田　憲宏 大橋　遼介

高木　和法 小國　曹徳 小澤　美希 木下しげ子

首藤　智恵 木原　沙織 首藤　廣明 千野八重子

田邉　正子 富永　遙香 服部　久代 山田　太軌

吉田　匡毅

湘南工科大学附属高等学校体操部

湘南工科大学附属高等学校卓球部

湘南フジクラブ

藤沢（家庭婦人バレーボール）

藤沢少年サッカー選抜チーム

夢はばたけチーム（ゲートボール）

敢闘選手

敢闘団体

藤沢翔陵高等学校山岳部

優秀選手

第55回県総体サッカーチーム

優秀団体

藤沢市
スポーツ栄誉賞

(市表彰）

第55回県総体女子バレーボールチーム

中央機工（株）ソフトボールチーム

藤沢市青年女子（バレーボール)

藤沢市役所男子バレーボール部

藤沢マスターズ（バレーボール）

藤沢レディース（卓球）

関　　一人（アテネオリンピックセーリング男子470級　銅メダル）

山田　恵里（　　　　〃　　　　ソフトボール　銅メダル）

中村　礼子（　　　　〃　　　　競泳女子200ｍ背泳　銅メダル）

敢闘選手

敢闘団体

慶應義塾湘南藤沢中等部（弓道）

第55回県総体卓球チーム

第55回県総体バスケットボールチーム

第19回
(平成15年度)

第20回
(平成16年度)



体育功労者 浅場　篤夫 石井　 勝 大縫　光宏

会田 　 翔 井田正子・永井秀子 上野恵理華 内城　瑛介

岡部　亜純 蒲ヶ原杏子 河村　海沙 岸　　里美

工藤　俊勝 齋院志津子 斉藤　　秀 酒井　悠生

佐間野まゆみ 善家　尚史 間宮　茂子 水口　和也

守屋　宏紀 守屋宏紀・渡辺輝史 吉田　匡毅

飯塚　　綾 磯崎祐磨・宮川魔七斗 井田　正子 井上　夏美

榎戸　崇人 太田　憲宏 生越　 礼 長内　香月

小澤　美希 金井　 大 鹿野　友嗣 木村　武志

木村ひかり 塩澤　 茜 首藤　智恵 首藤智恵・木下茂子

首藤　廣明 杉山　拓海 高木和法・原　慶光 辻島　 司

日々野眞子 広瀬　 隆 保坂　 夕 本田芙佐子

増本　佑樹 丸屋　真凜 村田　 龍

湘南工科大学附属高等学校体操部

湘南台クラブ

湘南フジクラブ

藤沢（家庭婦人バレーボール）

藤沢翔陵高等学校バドミントン部

藤沢市立大庭中学校（バドミントン）

後藤　雅弘 高取　節男 松本　益雄 服部　忠幸

鈴木　一太

小倉　尚志 小栗　恵美 神山　　哲 町　　飛鳥

山地富久子 小田　秀樹 宍戸　司・舟木康司 小暮　真奈

会田 　 翔 川内　道雄 斉藤　　秀 守屋　宏紀

中原　　庵 首藤　智恵 広瀬　　隆 井田正子・永井秀子

榎戸　崇人 辻嶋　　司 中野　宏昭 山崎　市朗

和光　　大

第22回
(平成18年度)

第21回
(平成17年度)

藤沢レディース（卓球）

ブルーウインズ（野球）

敢闘選手

夢はばたけチーム（ゲートボール）

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部チーム

第56回県総体女子バレーボールチーム

第56回県総体バドミントンチーム

体育功労者

アクラブ藤沢（水泳）

藤沢マスターズ（バレーボール）

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

優秀選手

特別表彰

優秀団体
日本サーフィン連盟湘南藤沢支部

敢闘団体

湘南工科大学附属高等学校卓球部

湘南工科大学附属高等学校卓球部

湘南工科大学附属高等学校体操部

優秀選手



福島　美穂 明利　美穂 宮本　 亨 市川　末路

齊籐　 憂 柴田　一真 平川　大貴 三橋　将希

宮田晶代・白樫春菜 滝原　 峻 本田　亜美 丸屋　真凜

宇佐見祐樹 藤田　年男 首藤　廣明 首藤智恵・木下茂子

体育功労者 青木　雅紀 瀬戸満里子

井置　節子 大橋勇也・中本敦雄 山路富久子 岩崎 　 優

内城　瑛介 小田　秀樹 本田　亜美 新井　正憲

小川　夕貴 古郡　　健 渡邊幸四郎 斉藤　　秀

塩見　芳彦 藤原　慎一 栗原大介・田中未来人 中野　弘治

榎戸　崇人 岸　　里美 大村　奈央 辻嶋　　司

中野　宏昭 永井　那旺 山崎　市朗 藤田昌邦・藤田ヒロ子

第22回
(平成18年度)

第23回
(平成19年度)

藤沢レディースA（卓球）

湘南工科大学附属高等学校卓球部

鵠沼高等学校バドミントン部

藤沢市青年女子（バレーボール)

第58回県総体バスケットボールチーム

第57回県総体卓球チーム

第58回県総体卓球チーム

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部チーム

ＦＣ大船（サッカー）

湘南工科大学附属高等学校卓球部

慶應義塾湘南藤沢中等部（弓道）

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部

優秀団体

敢闘選手

羽鳥（家庭婦人）（バレーボール）

第57回県総体男子バレーボールチーム

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

藤沢（家庭婦人バレーボール）

敢闘団体

湘南台クラブ女子チーム（ハンドボール）

藤沢マスターズ（バレーボール）

第57回県総体バスケットボールチーム

湘南台クラブ男子チーム（ハンドボール）

優秀選手

藤沢レディースB（卓球）

アクラブ藤沢（水泳）

藤沢市立片瀬中学校（水泳）

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

夢はばたけチーム（ゲートボール）

四季膳ファイターズ（野球）

湘南クラブ(野球）

日本大学藤沢高等学校硬式野球部

第58回県総体男子バレーボールチーム

第58回県総体女子バレーボールチーム

優秀団体



村田　真吾 菊地瑠依奈 渡邊はるな 八幡　大輝

平川　大貴 三橋将希・高橋　惇 宮田　晶代 宮田晶代・白樫春菜

伊勢野大介 加藤　 萌 廣木　幹彩 丸屋　真凜

米倉　昂希 井田　正子 首藤　智恵 首藤　廣明

長岡めぐみ 宮本　輝子

飯島　和男 土屋　保三 野田　豊子 野澤菊三郎

天野　節夫 井置　節子

小倉　尚志 田中真希子 田中真希子・結城彩佳 渡辺　利子

飯野　弘義 飯野弘義・江崎桂佑 井置　節子 山路富久子

小山　吉保 佐藤　芳香 間宮　茂子 守屋　宏紀

守屋宏紀・渡辺輝史 埼玉　匠海 首藤　智恵 石田　銀二

榎戸　崇人 大村　奈央 辻嶋　 司 中村　光貴

永井　那旺 堀越　弘修 堀越　 力
第24回

(平成20年度)

第23回
(平成19年度)

敢闘選手

藤沢市立村岡中学校サッカー部

第58回県総体バドミントンチーム

湘南ボーイズクラブ(野球）

慶應義塾湘南藤沢中等部　弓術部

湘南工科大学附属高等学校テニス部

ＦＣ大船（サッカー）

日本大学藤沢高等学校サッカー部

（株）山武バレーボール部

体育功労者

山田　恵里（北京オリンピックソフトボール　金メダル）

湘南台クラブ女子チーム（ハンドボール）

石井　雅史（北京パラリンピック　　

　　　　　　　　男子1Kｍタイムトライアル(CP4)   金メダル

　　　　　　　　男子個人追い抜き(CP4)　　　 　　銀メダル

                男子個人タイムトライアル(CP4)　 銅メダル）

第59回県総体バドミントンチーム

桜倶楽部（ソフトテニス）

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

第59回県総体女子バレーボールチーム

藤沢マスターズ（バレーボール）

レインボー（バレーボール）

第59回県総体バスケットボールチーム

鵠沼高等学校バドミントン部

湘南フジラグビーフットボールクラブ

藤沢クラブ（バレーボール）

第59回県総体卓球チーム

藤沢レディースB（卓球）

優秀団体

敢闘団体

優秀団体

スポーツ
栄誉賞

優秀選手



優秀団体

石神　 希 今村　 俊 尾形ひとみ 谷川　静香

平井　涼子 村田　真吾 荒木　将徳 山本　翔太

家入　夕季 木村　 恋 酒本　純翠 根岸　哲也

廣木　幹彩 本田　亜美 丸屋　真凜 入江　真子

伊藤　雅道 中原　 庵 野上　絹枝 井田　正子

長岡めぐみ 宮本　輝子

湘南工科大学附属高等学校卓球部

湘南工科大学附属高等学校体操部

田中　淳子 荒井　勝男 竹内　俊樹 杉山　 保

平尾　清勝

櫻井　亮太 江崎　佳祐 飯野弘義・江崎佳祐 清水　栄治

西村　元宏 岩室　瑞樹 佐藤政一郎 古郡　 健

今井慎太郎 佐々木　遙 榊原　健人 若林　友世

伊藤　誠道 鶴見　亮剛 藤井　信人 長岡めぐみ

広瀬　 隆 大村　奈央 椛沢　実里 堀越　弘修

山崎　市朗 有村　啓吾 鈴木　康成

鈴木　悠介 中山　壮一 油井　睦樹 城所美希・荒川望実

今野　聡子 原口翔多・森　皓也 家入　大河 丸屋　真凜

風間　義男 井田　正子 首藤　智恵 本宿　 澪

田所　 海 宍戸　美華 宍戸美華・加藤真央 千々波明洋

湘南工科大学附属高等学校体操部

第24回
(平成20年度)

第60回県総体女子バレーボールチーム

藤沢マスターズ（バレーボール）

体育功労者

敢闘選手

藤沢翔陵高等学校バレーボール部

拳勝館本部（空手道）

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

第60回県総体男子バレーボールチーム

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部（団体・パドルレース）

山武バレーボール部女子

明治ミニバスケットボールスポーツ少年団

湘南工科大学附属高等学校テニス部

湘南台クラブ（ハンドボール）

藤沢市ゲートボール連合長後チーム

敢闘団体

第60回県総体卓球チーム

拳勝館本部（空手道）

慶應義塾湘南藤沢中等部　弓術部

第60回県総体弓道チーム

湘南工科大学附属高等学校卓球部

第60回県総体バドミントンチーム

河野　碧生（スポーツチャンバラ）

深沢　瑛里（トライアスロン）
奨励賞

第25回
(平成21年度)

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部（団体・パドルレース）

優秀団体

敢闘選手

優秀選手

敢闘団体



体育功労者 萩原　雅 佐野由美子 広瀬　稔

米川　健一 井上　真弥 飯野　峻輔 井置　節子

荒木　将徳 飯田健太郎 佐藤政一郎 今井慎太郎

近藤　大基 友井川　拓 高宮　豪太 深沢　瑛里

伊藤　誠道 蒲ヶ原杏子 藤井　信人 菅原　啓蔵

首藤　廣明 長岡めぐみ 広瀬　 隆 小林　直海

中野　宏昭 堀越　弘修 山崎　市朗 有村　啓吾

宍戸　美華 鈴木　康成 長谷川　波 蒔田　遥也

伊藤　星良 唐川　 歩 田中　里実 荻原　さや

加藤　玲奈 櫻井　亮太 二宮　大貴 坂本　智史

橋本恵理子 城所　恵美 上田佳苗・豊本梨奈 岡田　奏世

只木美羽・岡田奏世 丸屋　真凜 高橋　悠介 本藤　 優

河西　六子 平林　春芳 御園　淑夫 首藤　智恵

渡辺弘美・堀木綿子 井田正子・望月弘子 本宿　 澪 福島　達夫

体育功労者 小田原昭雄 桐生　昭代

佐藤　大志 阿部雄太・加藤卓司 井置　節子 佐藤　 敬

荒木　将徳 大貫　智子 小屋敷律子 佐藤政一郎

麻野　珠都 渡辺　 剛 榊原　健人 若林友世・深沢瑛里

村上　武男 安藤　智俊 首藤廣明・中山俊一 広瀬　 隆

吉澤　達也 首藤　智恵 井田正子・望月弘子 長岡めぐみ

有村　啓吾 鈴木　康成 加藤　真央 宍戸　美華
第27回

(平成23年度)

藤沢市善行中学校男子バレーボール部（ビーチバレー）

湘南ボーイズクラブ(野球）

優秀選手

第26回
(平成22年度)

藤沢クラブ（ビーチバレー）

藤沢市立羽鳥中学校男子バレーボール部（ビーチバレー）

藤沢市立湘洋中学校（ビーチバレー）

青年藤沢　女子（バレーボール）

湘南工科大学附属高等学校卓球部

藤沢市立村岡中学校サッカー部

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部

敢闘選手

藤沢市陸上競技リトルスクール（陸上）

藤沢市立羽鳥中学校男子バレーボール部

湘南台クラブ（ハンドボール）

敢闘団体

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

藤沢マスターズ（バレーボール）

藤沢クラブ（ビーチバレー）

藤沢市立片瀬中学校バレーボール部（ビーチバレー）

湘南工科大学附属高等学校卓球部

藤沢レディース（卓球）

空手アカデミー拳勝館六会支部（空手道）

慶應義塾湘南藤沢中等部（弓道）

青年藤沢（バレーボール）

優秀団体

優秀選手

優秀団体



安藤　 郁 小泉　雄輝 小町　昌矢 村上　 歩

 森 　夏樹 井出　葵・加藤梨穂 佐藤虎太郎 城所　恵美

山路　雅哉 森下　 鈴 勝俣　 賢 河西　六子

原田　大雅 谷村　浩貴 千野八重子・山本由美子 堀　木綿子

宮本　輝子 本宿　 澪 蒔田　遥也 増田　知大

体育功労者 木村　克子 井上　仁一 川崎　 渉 数野　隆人

佐藤美杏樹 阿部雄太・井坂純一 武藤　璃海 木村　江里

佐藤　未歩 伊藤　佑寧 岩見　 亮 小林ほの香

福田　真大 榊原　健人 深沢　瑛里 藤井　信人

村上　武男 首藤　廣明 首藤廣明・中山俊一 谷村　浩貴

広瀬　 隆 首藤　智恵 小林　直海 小松　貴史

齋藤　久元 田村　隆之 有村　啓吾 鈴木康成・有村啓吾

加藤　真央 宍戸　美華 本宿　 澪 蒔田　遥也

石井　秀昂 遠藤　宏夢 井田正子・望月弘子 堀　木綿子

武田　耕一

湘南工科大学附属高等学校卓球部

奨励賞

第27回
(平成23年度)

第28回
(平成24年度)

湘南クラブボーイズ（野球）

Fujinawa Jump Crew （ダブルダッチ）

敢闘団体

立石　 諒 （ロンドンオリンピック

　　　　　　　　　　　男子200m平泳ぎ　銅メダル）

山田　恵里（世界女子ソフトボール選手権大会　優勝）

スポーツ
栄誉賞

日本サーフィン連盟湘南藤沢チーム

藤沢翔陵高等学校陸上部
敢闘団体

藤沢市役所野球部

慶應義塾湘南藤沢中等部男子弓術部（弓道）

藤沢翔陵高等学校陸上部

藤沢マスターズ（バレーボール）

湘南クラブボーイズ(野球）

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

羽鳥（家庭婦人）（バレーボール）

空手アカデミー拳勝館六会支部小学1.2年生の部（空手道）

慶應義塾湘南藤沢中等部女子弓術部（弓道）

優秀団体

敢闘選手

藤沢市立明治中学校（ビーチバレー）

藤沢クラブ（ビーチバレー）

藤沢みなみ（バレーボール）

空手アカデミー拳勝館六会支部小学5.6年生の部（空手道）

藤沢市立第一中学校女子バレーボール部

湘南台クラブ（ハンドボール）

敢闘選手

優秀選手



体育功労者 八幡　満夫 中島　哲郎 小出美智子 友井川　勇

松添　基理 齋院志津子 波多野和敬 大貫　智子

木村　江里 早野 　暁 高橋　悠介 徳田　廉大

村上　武男 井田　正子 首藤　廣明 首藤廣明・中山俊一

谷村　浩貴 広瀬　 隆 田村　隆之 山崎　市朗

有村　啓吾 加藤　真央 宍戸　美華 本宿　 澪

蒔田　遊士

大川　一成 田中　里実 山本　雄太 永安　一成

本橋翔太・加藤健太 城所　恵美 妹尾　千瑞 原口　翔多

板垣　晴香 矢部　日菜 首藤　智恵 堀　木綿子

鈴木　宏成 本宿　暖真 蒔田　遥也

湘南工科大学附属高等学校卓球部（卓球）

木村　尭志 永松進之介 永松秀太郎 （テコンドー）

柳沢　大陸（スポーツチャンバラ）

スポーツ特別賞

金子　保夫 宮澤　光明 長谷川正忠 木村　三男

川副　一郎

松添　基理 文珠　玄基 井置　節子 河村美千子

阿部　 守 木村　江里 岩見　 亮 高橋　悠介

徳田　廉大 高橋雄士朗 村上　武男 安藤　智俊

首藤　廣明 首藤廣明・中山俊一 谷村　浩貴 広瀬　 隆

宮本　輝子 小松　貴史 関口　海璃 田村　隆之

加藤　真央 宍戸　美華 蒔田　遊士

第30回
(平成26年度)

第29回
(平成25年度)

湘南クラブ(野球）

六会レッズ（野球）

青年藤沢（バレーボール）

藤沢（バレーボール）

敢闘選手

敢闘団体

藤沢翔陵高等学校陸上部

藤沢市立羽鳥中学校男子バレーボール部（バレーボール）

藤沢市バドミントン協会（バドミントン）

Ｋ．Ｏ kings（バスケットボール）

奨励賞

小泉　佳波（ブレイクダンス）

体育功労者

優秀選手

優秀団体

青年藤沢(バレーボール）

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

藤沢市立明治中学校女子バレーボール部（ビーチバレー）

空手アカデミー拳勝館六会支部中学生の部（空手道）

空手アカデミー拳勝館六会支部小学3.4年生の部（空手道）

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部(サーフィン）

優秀団体

宮川　麻都 （FIFA U-17女子ワールドカップ

　　　　　　　　　　　コスタリカ2014　優勝）

山田　恵里（世界女子ソフトボール選手権大会　優勝）

優秀選手

スポーツ
栄誉賞



守屋　佳江 加藤　健太 小橋祐太・加藤健太 城所　恵美

豊本梨奈・城所恵美 小野寺彩乃 片家　大河 木村ひかり

竹澤　杏思 井手　孝雄 榎園　愛子 松尾　律子

松下　成果 山本　節子 髙島　典子 首藤　智恵

堀　木綿子 木下茂子・堀木綿子 吉澤とも子 蒔田　遥也

河野　碧生 柳沢　大陸（スポーツチャンバラ）

体育功労者 鴻野　久雄 大谷　 浩 滝内　一夫 石曽根和幸

青柳伸太朗 井置　節子 岩崎 　駿 工藤　泰平

堀越　太門 阿部　 守 石井　洋秀 齋院志津子

宍戸　 司 板垣　紀恵 宍戸　勇斗 高橋　悠介

榊原隆太郎 服部　陸太 松尾　律子 安藤　智俊

首藤廣明・中山俊一 首藤　智恵 谷村　浩貴 佐藤　浩二

有村　啓吾

全日本空手道志空会藤沢道場(空手道）

江口はるな 二井　康介 野口　夕陽 守屋　佳江

木村駿太・東　文武 下田　忠弘 宍戸　珠子  杉　　勲

井田　正子 井田正子・望月弘子 堀木綿子・笠原信子 加藤　真央

本宿　暖真 蒔田　達巳 蒔田　遊士

敢闘団体

第30回
(平成26年度)

第31回
(平成27年度)

優秀選手

藤沢クラブ（バレーボール）

レインボー（バレーボール）

都市対抗テニス盛岡大会藤沢市チーム（テニス）

空手アカデミー拳勝館六会支部（空手道）

敢闘選手

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部(サーフィン）

敢闘選手

藤沢翔陵高等学校陸上部

日本精工(株)藤沢工場バレーボール部

藤沢市柔道協会選抜チーム

藤沢市立藤ヶ岡中学校バドミントン部

藤沢みなみ（バレーボール）

藤沢市立高倉中学校男子バレー部（ビーチバレー）

日本大学藤沢高等学校サッカー部（サッカー）

明治（ビーチバレー）

藤沢クラブ（ビーチバレー）

優秀団体

鵠沼高等学校バドミントン部

藤沢市バドミントン協会

藤沢市弓道協会Ａチーム

夢はばたけチーム（ゲートボール）

敢闘団体

優秀団体

青年藤沢（バレーボール）

出口まゆ子（一輪車）
奨励賞

湘南プレイボーイズ（ラグビー）



湘南工科大学附属高等学校卓球部（卓球）

チーム藤沢（バドミントン）

木村咲香子 中澤　 亮（テコンドー）

体育功労者 山田　康章 佐々木孝悦 金田　 育

クレイアーロン竜波 但野　瑠勇 石槫　大河 石井　洋秀

齋院志津子 板垣　紀恵 木村　江里 佐藤政一郎

高木　雄大 土居　愛実 吉岡　美帆 服部　陸太

 畑 　秀明 首藤廣明・中山俊一 谷村　浩貴  堀 木綿子

田村　隆之 堀越　優樺 名越慎吾・名越明子 河端　風花

武田　耕一 蒔田　遊士

青柳伸太朗 伊藤登美子 佐野　旬子 久松千代子

堀口三恵子 川村佳代子 金子莉美乃 和家はるか

堀江　空太 今野聡子・金田恵 小泉　琶菜 宍戸　珠子

杉山　夕瑚 中村　遼海 小林ほの香 廣瀬　 稔

中原　 庵 菅野　直人 村上　武男 村上　知子

山崎　 登 金指智美・武田理香 首藤　智恵 吉澤とも子・宮本輝子

本宿　 澪

藤沢市立鵠沼中学校サッカー部

鵠沼高等学校バドミントン部

チーム藤沢（バドミントン）

奨励賞 河野　蒼馬 柳沢　大陸（スポーツチャンバラ）

第31回
(平成27年度)

湘南クラブ（野球）

湘南ヴィンテージクラブ（バレーボール）

佐藤芳勇（スポーツチャンバラ）

青年藤沢（バレーボール）

藤沢市立藤ヶ岡中学校（ビーチバレー）

優秀選手

奨励賞

空手アカデミー拳勝館本部中学生の部（空手道）

空手アカデミー拳勝館六会支部小学5.6年生の部（空手道）

羽鳥（バレーボール）

空手アカデミー拳勝館六会支部中学生の部（空手道）

全日本空手道志空会藤沢道場（空手道）

羽鳥（バレーボール）

湘南フジクラブ（ラグビーフットボール）

敢闘団体

第32回
(平成28年度)

敢闘選手

敢闘団体

藤沢翔陵高等学校陸上部

夢はばたけチーム（ゲートボール）

スポーツ
栄誉賞

飯田　健太郎 （柔道グランドスラム・パリ2017　優勝

　　　　　　　　　　　全日本ジュニア　優勝）

藤沢市立御所見中学校（ビーチバレー）
優秀団体



体育功労者 佐々木　貴

 岡 　泰我 クレイアーロン竜波 高島　咲季 鈴木　優美

大内　紗雪 佐々木杏奈 高橋　海輝 天笠　颯太

土肥　圭太 木元　献治 斎院　民雄 宮田　晶代

木村　江里 小泉　琶菜 杉山　夕瑚 高木　真由

大石　怜生 川上　格尚 豊村　妃己 羽ケ崎匠海

首藤　廣明 首藤廣明・中山俊一 首藤　智恵 谷村　浩貴

谷村浩貴・小林　 祥 大場　玲遥 小川　葉良 小松　貴史

中野　宏昭 押川　慧悟 名越慎悟・明子 武田　耕一

石川　龍祐 鹿瀬島佑太 桂田　海人 佐藤　瑠歩

伊藤登美子 金子莉美乃 佐野　旬子 富永　 太

矢部　直美 阿部　桃子 菅原　亜弥 伊東　そら

近藤美七海 小西　 桂 土肥　理人 福本　朝陽

井上　瑠音 横谷　優花 丹田　幸孝 木村安孝・吉田元男

小林ほの香 廣瀬　 稔 藤原　慎一 松岡　 隼

三城　諒真　 原田　 葵 大石　莉央 武井　道寛

木下　茂子 首藤智慧・堀木綿子 河端　風花

羽鳥（バレーボール）

藤沢市立鵠沼中学校サッカー部

チーム藤沢（バドミントン）

藤沢翔陵高等学校体操部

土肥　圭太　　

体育功労者 宮治　敬二 鈴木　和夫

合田　陽菜 入江　明歩 高島　咲季 高島菜都美

小堀　倭加 鈴木　海渡 鈴木　楓花 須田　悠介

眞野　秀成 阿部　桃子 伊藤寛太朗 伊東　そら

小西　 桂 菅原亜弥・松藤藍夢 阿部　 守 木元　献治

齋院志津子 佐藤政一郎 宍戸　珠子 早田笑美里

森下　 鈴 小林ほの香 塩見　芳彦 川上倫平・田中瑛大

服部　陸太 吉岡　美帆 羽ケ崎匠海 安藤　智俊

優秀選手

第34回
(平成30年度)

スポーツ
栄誉賞

クレイアーロン竜波 （秋季新潟県記録会高校男子800ｍ高校日本新記録）

第33回
(平成29年度)

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部パドルリレーチーム

全日本空手道志空会藤沢道場（空手道）

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部

敢闘選手

（スポーツクライミング第3回ユースオリンピック競技大会
男子総合1位）

敢闘団体

日本精工㈱藤沢工場バレーボール部

優秀選手

優秀団体

湘南ヴィンテージクラブ（バレーボール）

青年藤沢（バレーボール）

藤沢クラブＡ（バレーボール）

日本大学藤沢高等学校サッカー部

空手アカデミー拳勝館本部（空手道）



石井　美紀 首藤　智恵 首藤智恵・堀木綿子 小菅敬子・武井　玲

椛沢　実里 小松　貴史 柳沢　裕次 山崎　市朗

加藤　真央 河端　風花 武田　耕一

菊池　涼香 鈴木　陸斗 松添　基理 天野　宏哉

天野宏哉・香取利煕 清水　禎児 近藤美七海 柴沼　 潤

濱田　琉誠 堀内美和・神尾初江 武藤　璃海 板垣　紀恵

岩見　華漣 大畠　海那 宍戸　勇斗 杉山　夕瑚

原田　明莉 諸橋　 陸 横谷　優花 岩見　 亮

田村　 正 藤原　慎一 ヘルナンデス薫・佐藤芳香 大石　莉央

大石　怜生 菅野　直人 豊村　妃己 村上　武男

遠藤海之流 小出真ノ介 高橋　克也 手代木絵美里

中村　健一 本宿　 澪 宮木　清子

Craque（サッカー）

藤沢市立藤ケ岡中学校サッカー部

鵠沼高等学校バドミントン部男子

藤沢ラグビースクールジュニア（中学）

藤沢市ゴルフチーム

体育功労者 西　　甲 鬼沢　義行 坂尻　 茂

米川　健一 野口　彩陽 田渕　海斗 本多　 灯

栁川　大樹 泉原　凪沙 大内　紗雪 川口　茉美

須田　悠介 内田　桜子 渡邉　夢乃 下田　忠弘

阿部　桃子 小西　 桂 近藤美七海 菅原　亜弥

望月　萌叶 阿部　 守 木元　献治 斎院志津子

木村　江里 高木　真由 村口ソフィナ 榎園愛子・小野潔子

岡田　爽良 岡田　海洋 服部　陸太 吉岡　美帆

菅野　直人 鶴見　亮剛 村上　悦男 村上　武男

田畑　隼剛 首藤　智恵 首藤智恵・堀木綿子 谷村　浩貴

第35回
(令和元年度)

優秀選手

髙島　咲季 (第17回世界陸上競技選手権大会男女混合リレー出場)

　　第35回静岡国際陸上競技大会女子400ｍ53秒31　U18日本新記録

　 天笠　颯太（IFSC世界ユース選手権アルコ2019（イタリア)　　

　　　ジュニア男子　ボルダリング 1位　コンバインド　1位）

スポーツ
栄誉賞

スポーツ
特別賞

クレイアーロン滝波 

　　（IAAF世界リレー2019　男女混合2×2×400ｍリレー　3位

　　　第103回日本陸上競技選手権大会　男子800ｍ　優勝

　　　第72回全国高等学校陸上競技選手権大会　男子800ｍ　優勝）

　　日本選手権800ｍ1分46秒59　日本歴代6位　U20.U18日本新記録

敢闘選手

藤沢市卓球協会

敢闘団体

優秀選手

第34回
(平成30年度)

湘南zeta（バレーボール）

青年藤沢（バレーボール）

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部パドルリレーチーム

日本サーフィン連盟湘南藤沢支部

優秀団体



宮本輝子・吉澤とも子 今井　康平 大場　玲遥 小杉　 究

酒井仙太郎 佐賀　和樹 鈴木　一歩 砂川　圭貴

戸田　成美 藤原　 健 堀越　 類 柳沢　裕次

矢作紋乃丞

大谷すみれ 金子　伊吹 馬場園怜生 深川　優樹

湊川　遥香 森上　 慧 鈴木綾華・市川結菜 河合　優駿

相川　誉・加瀬良芽 井上　未来  谷 　汐唯 福本　朝陽

石山　ゆい 大畠　海那 菊池　優月 宍戸　勇斗

出嶋　美月 内田　勝美 武田　紗羽

体育功労者 飯田　 昭 灰野　辰男 栗原　英昭

 岡 　泰我 阿部　桃子 伊藤寛太朗 松藤　藍夢

岡田　爽良 服部　陸太 小菅　敬子  堀 木綿子

木下　茂子 木下茂子・日下部恵子 石井美紀・笠原信子 熊谷　天馬

溝垣　丈司

福田　桃芭 濱田　琉誠 望月　萌叶 井上　璃音

宍戸　珠子 山口　 麗 芦田　湘海 鮫島　陽太

宮木　清子

敢闘団体

第35回
(令和元年度)

一般社団法人日本サーフィン連盟湘南藤沢支部パドルリレーチーム

日本大学藤沢高等学校男子800ｍフリーリレーチーム（水泳）

日本大学藤沢高等学校女子400ｍメドレーリレーチーム（水泳）

日本大学藤沢高等学校女子400ｍフリーリレーチーム（水泳）

青年藤沢（バレーボール）

藤沢マスターズ（バレーボール）

日本大学藤沢高等学校男子水泳部

日本大学藤沢高等学校女子水泳部

優秀選手

優秀団体

敢闘選手

藤沢翔陵高等学校陸上部

日本精工㈱藤沢工場バレーボール部

日本大学藤沢高等学校女子800ｍフリーリレーチーム（水泳）

湘南工科大学附属高等学校男子400ｍリレーチーム（水泳）

湘南シーガルズ（ハンドボール）

一般社団法人日本サーフィン連盟湘南藤沢支部

日本大学藤沢高等学校男子400ｍフリーリレーチーム（水泳）

優秀選手

湘南工科大学附属高等学校卓球部

日本大学藤沢高等学校サッカー部

藤沢市立藤ケ岡中学校サッカー部

藤沢ラグビースクールジュニア（中学）

敢闘団体

桜倶楽部Ａチーム（ソフトテニス）

桜倶楽部Ｂチーム（ソフトテニス）
優秀団体

敢闘選手

鵠沼高等学校女子バスケットボール部

第36回
(令和２年度)



中里　 敏 山口　一之 宮本　 隆 滝内　洋子

黒澤　俊雄

大谷すみれ 服部　咲季 米川　健一 島田　航希

野口　彩陽 仲田　和樹 濱田　琉誠 石山　ゆい

小島　実紗 矢部　日菜 岩見亮・藤原慎一 池田　海人

池田　航介 遠藤海之流 服部　輝海 服部　陸太

斎藤　有作 斎藤　祐太 鶴見　亮剛 宮戸　康次

村上　悦男 鈴木　一歩 砂川　圭貴 田村　隆之

芦田　湘海 芦田湘海・松田遼

伊藤　未桜 齊藤　愛莞 中西　修平 市川結菜・鈴木綾華

田辺　智美 堀越ほの香・和田夏実 飯田　演斗 小泉　琶菜

益田　杏璃 横谷　優花 大石　莉央 来住野達也

小出　寛太 鮫島　陽太 高山　小輝

藤沢市立藤ケ岡中学校サッカー部

敢闘団体

第37回
(令和3年度)

敢闘選手

藤沢市立鵠沼中学校陸上競技部女子チーム

藤沢市立鵠沼中学校女子駅伝チーム

鰯　（野球）

藤沢クラブ（バレーボール）

湘南工科大学附属高等学校卓球部

体育功労者

優秀選手

湘南クラブ（湘南ボーイズ）（野球）

ＫＵＧＥＮＵＭＡ（バスケットボール）

湘南工科大学附属高等学校ラグビー部

優秀団体


